
「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワーク会員各位 

 

 岐阜県では、地方創生の推進そのものがＳＤＧｓの達成に向けたプロセス 

 であるとの考えのもと、国に先駆けて策定した「第２期『清流の国ぎふ』 

 創生総合戦略」に、ＳＤＧｓの推進について明記し、その達成に向けて 

 各種施策に取り組んでいます。 

 本メールマガジンでは、「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワークの会員 

 皆様へ関連情報を提供してまいります。是非ご活用いただき、県内でＳＤＧｓ 

 に取り組まれている関連企業・団体の皆様へもご周知ください。 

 【岐阜県 https://www.pref.gifu.lg.jp/】 
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《１》圏域別セミナーについて 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 7月 9日に開催予定の西濃圏域セミナーについては、定員に達しましたので、 

 受付を終了いたしました。多数のお申し込み、ありがとうございました。 

 次回セミナーは、中濃圏域（美濃加茂市内）において、 

 7月 28 日(火)13:30～16:00 に開催予定です。 

 詳細が決まりましたら、改めてご連絡させていただきます。 
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《２》会員の活動紹介（ＳＤＧｓの取組み事例 4 件） 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

■ ホールスクールアプローチによるＳＤＧｓの視点を有するグローバル人材 

  育成プロジェクト 

 ＜県立大垣工業高等学校＞ 

  関連 URL  https://school.gifu-net.ed.jp/ogaki-ths/ 

 岐阜県立大垣工業高校全生徒・全教職員がＳＤＧｓの存在を知り、 

 ＳＤＧｓの目的を理解し、ＳＤＧｓの目的達成に資する自律的な活動を促進し、 

 本校生徒をＳＤＧｓの視点を有するグローバル人材に育成することを目的とし、 

 主に 3 つの取組みを実施する。 

 1)授業における取組み  

 2)特別活動における取組み 

 3)部活動における取組み 

  資料 1(PDF:291KB)  

  https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-

kaikaku/sdgs/11122/sdgspr.data/20200609_sdgspr_ogakikougyouhighschool.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■ 土と太陽の街、多治見へ 

   ＜株式会社エネファント＞ 

  関連 URL https://enephant.co.jp/ 



 電気(再生可能エネルギー)を「創る」「配る」「蓄える」３つの事業を繋ぎ、 

 電気代が日本一安い街を目指す。地場産業である窯業の製造過程で使用される 

 化石燃料を再生可能エネルギーに代替し、二酸化炭素の排出量の削減と、 

 環境にやさしい付加価値の高い窯業製品の製造をサポートする。 

 資料 1(PDF:177KB)  

  https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-

kaikaku/sdgs/11122/sdgspr.data/20200612_sdgspr_enephant.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■ 生徒が“先生”、農業生産者と共に育むＧＡＰ 

   ＜県立岐阜農林高等学校 流通科学科＞ 

  関連 URL① https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/attach/pdf/g_data1-18.pdf 

  関連 URL② https://gap.onsen-ouen.jp/teams/4 

 岐阜農林高校流通科学科では、ＳＤＧｓに関わる活動の一環として、 

 農業生産工程管理（ＧＡＰ）に平成２９年から取り組み、地域農家へＧＡＰ支援を 

行うなど、令和２年３月農林水産省「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」に 

おいて生産局長賞を受賞した。 

   資料 1(PDF:264KB)  

  https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-

kaikaku/sdgs/11122/sdgspr.data/20200612_sdgspr_gifunourinhighschool_1.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■ ＳＤＧｓを共通言語とした地域活性の基盤（拠点）づくりへの貢献 

   ＜サンメッセ株式会社＞ 

  関連 URL https://www.sunmesse.co.jp/news/file/20200602143855.pdf 

 地域における重要な生活インフラとして、多くの人々に利用されている 

 ショッピングセンターを中心に、当社の強みであるワンストップソリューションを 

 活用・発揮する。効果的な運営手法やツールの作成、イベントなどを 

 企画・提案ならびに支援を推進するとともに、ＳＤＧｓの視点を組み入れることで、 

 ショッピングセンターを基盤とした地域の活性に貢献する。 

   資料 1(PDF:155KB)  

  https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-

kaikaku/sdgs/11122/sdgspr.data/20200617_sdgspr_sunmesse.pdf 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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《３》岐阜県の取組み紹介≪ぎふ木育の拠点オープンのお知らせ≫目標【4】【15】 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

【令和 2 年 7月オープン】ぎふ木遊館、ｍｏｒｉｎｏｓ（もりのす） 

  ＜岐阜県 林政部恵みの森づくり推進課＞ 

 県では、岐阜県の豊かな森林の恵みを体感し、森林に誇りと愛着を持ち、守り育てる人材を

育む「ぎふ木育」を推進するため、令和 2 年 7月に 2つの拠点施設をオープンします。 

 なお、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、当面の間は、事前予約の方のご利用を 

 優先させていただきます。 

 

■ ぎふ木遊館（岐阜市学園町２－３３ ぎふ清流文化プラザ西） 

  令和 2年 7月 17日(金)開館予定 ※一般利用は 7月 18 日(土)から開始予定 

  

  【概 要】  

  木のおもちゃでの遊びや木工体験などを通じて、幅広い年齢層の方が森や木に親しみ、 

  森林とのつながりを体験するための総合的な木育拠点として整備しました。 

  ぎふ木育の県内各地への普及、木育プログラムの開発と実施、ぎふ木育に関わる人材の育成 

  を行います。 



 

  【施設の特徴】 

  ・施設本体や館内の備品等のほぼ全ての木質部に県産材を使用 

  ・バリアフリーにも配慮し、木の良さを感じられる居心地の良い空間を提供 

  ・ぎふ木育指導員が木製遊具や木のおもちゃでの遊びをサポート 

  ・木育プログラム、木工体験、木のおもちゃの販売などを実施 

 

  ※詳細はこちらをご覧ください。 

    関連 URL https://mokuyukan.pref.gifu.lg.jp 

 

■ 森林総合教育センター（愛称：ｍｏｒｉｎｏｓ（もりのす）） 

 （美濃市曽代８８ 県立森林文化アカデミー内） 

  令和 2年 7月 22日(水)開所予定 ※一般利用は７月 23 日（木）から開始予定 

 

  【概 要】  

 「すべての人と森をつなぎ、森と暮らす楽しさと森林文化の豊かさを次世代に伝えていく」

をコンセプトに、森林に親しみ、森林とのつながりを体験できる森林教育の総合拠点として

整備しました。 

  教育機関等と連携した森林教育プログラムの開発と実施、森林教育の指導者や民間団体の 

   育成、幼児から大人まで幅広い世代を対象とした森林教育プログラムを実施します。 

 

  【施設の特徴】 

  ・施設の象徴として、建物正面に県産材丸太の柱を「Ｖ字形」に配置する特徴的な 

  デザインを採用 

  ・施設は、全ての木質部に県産材を使用 

  ・バリアフリーにも配慮し、木の良さを感じられる居心地の良い空間を提供 

 

  ※詳細はこちらをご覧ください。 

    関連 URL  https://morinos.net 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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《４》「地方創生 SDGs 官民連携プラットフォーム」からのイベント案内 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 内閣府が設置した「地方創生 SDGs官民連携プラットフォーム」から 

 情報提供がありましたイベント 3 件について、ネットワーク会員の皆様にも 

 情報共有させていただきます。 

 ※参加を希望される方は、イベント主催者に直接お申し込みください。 

 

■ 一般社団法人日本未病総合研究所 

   未病総研 Labミーティング（第 43 回 21世紀医療課題委員会） 

  アフターコロナ時代がめざす”新日常”とは（日本型 SDGsをになう未病産業を探る） 

 

 【内容】 

  COVID-19 の悪夢から覚め、新しい日常が始まろうとしている。 

   持続可能な開発目標（SDGs)の一丁目一番地である国民皆保険制度の維持をにない、 

動き出した未病ケアを探る。 

 

  【日 時】 

   2020年 7月 6日（月）講演 14:00～16:40 (開場 13:30)  

                       名刺交換会 16:40～17:00 



  【会 場】 

   日本医科大学同窓会館『橘桜会館』 大ホール（2 階） 

  （東京都文京区向丘 2-20-7 TEL：03-3827-6028） 

  【参加費】 

   2,000 円（資料代、名刺交換会を含む） 

  【主 催】 

   一般社団法人日本未病総合研究所 

  【共 催】 

   21 世紀医療課題委員会 

  【後 援】 

   一般社団法人日本未病学会 

  【申 込】 

   FAX : 03-5656-6722（定員 50名） 

   申込用紙は下記よりダウンロードしてください。 

   https://filecheetah.jp/receive/inputpwd?key=a2c16ea8f36b4a17bf012d9eb2970faa 

   ダウンロード PWD:sdgs 

 

 

■ 一般社団法人 こども食堂支援機構 

   第 2回 SDGs オンラインフェスタ 

 

  【内 容】 

   5月の第 1回で 500 名以上参加いただいた SDGsオンラインフェスタの第 2回。 

   SDGsの最前線で活躍する実践者達の講演や、 

   エシカルな商品を売る人達と直接会話して購入ができるオンラインマルシェの他、 

   今回からの新企画、市民が企業に対して SDGsプロジェクトを提案する 

   「SDGs提案グランプリ」のミートアップも行われます。 

 

  【日 時】 

   2020年 7月 11日（土）13:00～19:30 

  【会 場】 

   オンライン 

  【参加費】 

   無料／懇親会のみ有料 

  【主 催】 

   SDGsオンライフェス実行委員会 

  【共 催】 

   一般社団法人 こども食堂支援機構、一般社団法人 おうえんフェス 

 

  【お申込みページ】 

   https://sdgsonlinefestavol2.peatix.com/view 

 

 

■ 一般社団法人 日本印刷産業連合会 

   じゃぱにうむ 2020 －印刷産業の地方創生事業事例発表会ー 

 

   日本印刷産業連合会では、地方創生を SDGsの取り組みの大きな柱と位置づけ、 

   地方創生・地域活性化に向けて全国各地の印刷会社が取り組んだ好事例を 

   発表する事例発表会を、去る 2020 年 2月 10 日に開催しました。 

   その発表会の各社の発表内容の動画を、日本印刷産業連合会の Webサイトに 



掲載しましたので、ご覧ください。 

 

   ※全国から選りすぐりの印刷会社６社が地方創生に関わる事業への 

     取り組み事例を紹介しています。お客様企業・団体の課題解決を 

     生業としてきた印刷会社が、地域のハブとなって地域の課題解決に 

     取り組んだ好事例を是非ご覧ください。 

 

   収録されている発表内容 

   1) 開会挨拶 （日本印刷産業連合会価値創出委員会委員長 滝澤光正様） 

   2) 基調講演 （日本政策投資銀行 執行役員 竹ケ原啓介様） 

   3) 事例発表 （全国の印刷会社６社による事例発表） 

   4) パネルディスカッション （上記発表６社＋モデレータ） 

 

   じゃぱにうむ 2020 －印刷産業の地方創生事業事例発表会ー 

   https://www.jfpi.or.jp/topics/detail/id=4190 

 

  ≪プラットフォーム会員、随時募集中！≫ 

  「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム」では、 

   より広範なパートナーシップの構築のため、随時会員を募集しております。 

   関連 URL http://future-city.go.jp/platform/ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

ー≪本メールマガジンについて≫ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

■ 配信先（＝連絡先）メールアドレスの変更は、 

  事務局（c11122@pref.gifu.lg.jp）へご連絡ください。 

 

■ メールマガジンのバックナンバーはこちら 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-kaikaku/sdgs/11122/mail.html 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
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